
請求記号 資料ID 書                      名 著者名 出版者 所在

024/N37/20
19 000128174 世界の本屋さんめぐり (私のとっておき:47)

ナカムラクニ
オ著

産業編集セ
ンター 2階西側

100/Y48/20
18 000128147 リズムの哲学ノート 山崎正和著

中央公論新
社 2階西側

198.72/C86/
2020 000128148 誰にも言わないと言ったけれど : 黒人神学と私

ジェイムズ・
H・コーン著/
榎本空訳

新教出版社 2階西側

210.48/Y31/
2020 000128162 「関ケ原」の決算書 (新潮新書:859) 山本博文著 新潮社 2階西側

210.75/MI21
/2020 000128163 証言沖縄スパイ戦史 (集英社新書:1011D) 三上智恵著 集英社 2階西側

210.75/N89/
2020 000128151 AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争 (光文社新書:1074)

庭田杏珠, 渡
邉英徳著 光文社 2階西側

302.53/SO34
/2020 000128152 それを、真 (まこと) の名で呼ぶならば : 危機の時代と言葉の力

レベッカ・ソ
ルニット
[著]/渡辺由

岩波書店 2階西側

312.27/KN1/
2020 000128156 女たちの中東ロジャヴァの革命 : 民主的自治とジェンダーの平等

ミヒャエル・ク
ナップ, アー
ニャ・フラッ

青土社 2階西側

312.53/B63/
2020 000128341 ジョン・ボルトン回顧録 : トランプ大統領との453日

ジョン・ボルト
ン著/梅原季
哉監訳/関根

朝日新聞出
版 2階西側

334.32/KO27
/2020 000128157 一人っ子政策と中国社会 小浜正子著

京都大学学
術出版会 2階西側

336.1/H64/2
016 000128167 成果を生む事業計画のつくり方 (日経文庫:1362:B123)

平井孝志, 淺
羽茂著

日本経済新
聞出版社 2階西側

367.21/I76/2
019 000128158 #KuToo : 靴から考える本気のフェミニズム 石川優実著 現代書館 2階西側

367.3/SE57/
2019 000128177

ちいさな大きなたからもの : 特別養子縁組からはじまる家族のカタ
チ

瀬奈じゅん,
千田真司著 方丈社 2階西側

367.5/G42/2
019 000128178 ボーイズ : 男の子はなぜ「男らしく」育つのか

レイチェル・
ギーザ著/冨
田直子訳

DU BOOKS/
ディスクユニ
オン (発売) 2階西側

367.61/I75/2
020 000128179 育てられない母親たち (祥伝社新書:596)

石井光太
[著] 祥伝社 2階西側

367.99/N93/
2020 000128176

「赤ちゃんってどうやってできるの?」にきちんと答える親になる! : 学
校もママ友も教えてくれない明るく楽しい性教育

のじまなみ監
修/ふじいま
さこマンガ

日本図書セ
ンター 2階西側

368.3/O64/2
020 000128180 新自殺論 : 自己イメージから自殺を読み解く社会学

大村英昭, 阪
本俊生編著 青弓社 2階西側

369/N81/20
20 000128183 社会的処方 : 孤立という病を地域のつながりで治す方法

西智弘編著/
西上ありさ,
出野紀子, 石 学芸出版社 2階西側

369.27/A62/
2020 000128184 障害者差別を問いなおす (ちくま新書:1489) 荒井裕樹著 筑摩書房 2階西側

369.4/KA12/
2020 000128185

保育園に通えない子どもたち : 「無園児」という闇 (ちくま新
書:1490) 可知悠子著 筑摩書房 2階西側

369.41/MO5
5/2020 000128181 赤ちゃんポストの真実 森本修代著 小学館 2階西側

369.42/MA3
4/2020 000128182

フランスの在宅保育政策 : 女性の就労と移民ケア労働者
(MINERVA社会福祉叢書:64) 牧陽子著

ミネルヴァ書
房 2階西側

370.4/TA28/
2020 000128186

ドリーム・ハラスメント : 「夢」で若者を追い詰める大人たち (イース
ト新書:124) 高部大問著

イースト・プ
レス 2階西側

371.42/A12/
2020 000128187 いじめを本気でなくすには 阿部泰尚著 KADOKAWA 2階西側

373.7/J49/2
022/2020 100029176

小学校全科30日完成 [2022年度版] (教員採用試験Pass Line突
破シリーズ:[3])

時事通信社
内外教育研
究会編著

時事通信出
版局/時事通
信社(発売)

1階西側就
職・検定等

373.7/J49/2
022/2020 100029174

教職教養30日完成 ['22年度] (教員採用試験Pass Line突破シリー
ズ:[1])

時事通信出
版局編

時事通信出
版局/時事通
信社(発売)

1階西側就
職・検定等

373.7/J49/2
022/2020 100029178

試験に出る重要教育答申 ['22年度] (教員採用試験Hyper実戦シ
リーズ:1)

時事通信出
版局編

時事通信出
版局/時事通
信社 (発売)

1階西側就
職・検定等

375.412/SH5
7/1/2019 100029162 講座算数授業の新展開 改訂新版 1 : 第1学年

新算数教育
研究会編集

東洋館出版
社 2階西側

    新 着 情 報 2020年10月21日

　【0--】　総　記　（図書）

　【1--】　哲　学　（哲学, 宗教）

　【２--】　歴　史

　【３--】　社会科学　（政治, 法律, 経済, 社会, 教育）



375.412/SH5
7/2/2019 100029163 講座算数授業の新展開 改訂新版 2 : 第2学年

新算数教育
研究会編集

東洋館出版
社 2階西側

375.412/SH5
7/3/2019 100029164 講座算数授業の新展開 改訂新版 3 : 第3学年

新算数教育
研究会編集

東洋館出版
社 2階西側

375.412/SH5
7/4/2019 100029165 講座算数授業の新展開 改訂新版 4 : 第4学年

新算数教育
研究会編集

東洋館出版
社 2階西側

375.412/SH5
7/6/2019 100029167 講座算数授業の新展開 改訂新版 6 : 第6学年

新算数教育
研究会編集

東洋館出版
社 2階西側

375.412/SH5
7/5/2019 100029166 講座算数授業の新展開 改訂新版 5 : 第5学年

新算数教育
研究会編集

東洋館出版
社 2階西側

373.7/SH33/
2022/2020 100029182 教員採用試験小学校全科らくらくマスター 2022年度版

資格試験研
究会編

実務教育出
版

1階西側就
職・検定等

373.7/SH33/
2022/2020 100029180 教員採用試験教職教養らくらくマスター 2022年度版

資格試験研
究会編

実務教育出
版

1階西側就
職・検定等

375.76/KA92
/2020 000128188 音楽文化戦時・戦後 : ナショナリズムとデモクラシーの学校教育 河口道朗著 社会評論社 2階西側

376.1/D54ji/
2/2020 000128191 実録保育士でこ先生 2 (Kitora)

でこぽん吾
郎著 KADOKAWA 2階西側

376.1/D54ji/
［1］/2019 000128190 実録保育士でこ先生 [1] (Kitora)

でこぽん吾
郎著 KADOKAWA 2階西側

376.1/I43/20
20 000128189 集団っていいな : 一人ひとりのみんなが育ち合う社会を創る

今井和子, 島
本一男編著

ミネルヴァ書
房 2階西側

376.38/KU17
/2018 000128175

学校の「当たり前」をやめた。 : 生徒も教師も変わる! 公立名門中
学校長の改革 工藤勇一著

時事通信出
版局/時事通
信社 (発売)

2階西側

379.021/MA
35/2020 000128165

人生100年時代の多世代共生 : 「学び」によるコミュニティの設計と
実装 (シリーズ超高齢社会のデザイン) 牧野篤編

東京大学出
版会 2階西側

491.358/A36
/2020 000128166

老化と老年病 : 予防・治療・医療的配慮の基礎 (シリーズ超高齢
社会のデザイン) 秋下雅弘編

東京大学出
版会 2階東側

491.371/N39
/2020 000128173 空気を読む脳 (講談社+α新書:823-1C)

中野信子
[著] 講談社 2階東側

498.6/KA28/
2020 000128327 武漢封城 (ロックダウン) 日記

郭晶著/稲畑
耕一郎訳 潮出版社 2階東側

519/KA98/2
020 000128164 未来をつくる道具わたしたちのSDGs 川廷昌弘著 ナツメ社 2階東側

675/O86/20
20 000128159

ブランディングが9割 : なぜか小さい会社でも勝てる不思議なカラ
クリ 乙幡満男著 青春出版社 2階東側

706.9/KO24/
2020 000128169 美術展の不都合な真実 (新潮新書:861) 古賀太著 新潮社 2階東側

726.1/N92go
/23/2020 100029159 ゴールデンカムイ 23 (ヤングジャンプ・コミックス)

野田サトル
著 集英社 1階東側漫画

726.1/H55to
/2-3/2020 100029160 東京タラレバ娘 : シーズン2 3 (KC Kiss)

東村アキコ
著 講談社 1階東側漫画

726.1/SH81/
20/2020 100029161 約束のネバーランド 20 (ジャンプ・コミックス)

白井カイウ
原作/出水ぽ
すか作画

集英社 1階東側漫画

913.6/I91/20
20 000128160 御社のチャラ男 絲山秋子著 講談社 2階東側

913.6/TE42/
2020 000128149 水を縫う

寺地はるな
著 集英社 2階東側

914.6/I89/20
20 000128161 道行きや : Hey,you bastards!I'm still here!

伊藤比呂美
著 新潮社 2階東側

916/TA88/2
020 000128170 ALSを生きる : いつでも夢を追いかけていた 谷川彰英著 東京書籍 2階東側

933.7/B35/2
009 000128150 やんごとなき読者

アラン・ベ
ネット [著]/
市川恵里訳

白水社 2階東側

936/L22/20
20 000128171

メイドの手帖 : 最低賃金でトイレを掃除し「書くこと」で自らを救った
シングルマザーの物語

ステファ
ニー・ランド
著/村井理子

双葉社 2階東側

989.83/TO28
/2019 000128172 プラヴィエクとそのほかの時代 (東欧の想像力:16)

オルガ・トカ
ルチュク著/
小椋彩訳

松籟社 2階東側

　【5--】　技　術　（工学）

　【6--】　産　業　（商業）

　【7--】　芸　術　（美術）

　【9--】　文　学　

　【4--】　自然科学　（医学）


